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まえがき

企業活動では，さまざまな業務において目標を立て，そ

の目標を達成するために活動が行われる。最適化手法は，

対象とする問題に対して立てた目標にできるだけ近づくた

めの操作（意思決定）を求める方法の一つである。これに

より，例えば運用コスト最小化，制御品質最良化，機器最

小化設計などのソリューションを実現することができる。

最適化手法は，第二次世界大戦時のミサイル弾道の最適

化から開発が始まり，数学的な手法により最適化を実現す

る数理計画法が開発されてきた。これに続き，1970 年代

からは物理現象や生物の進化などを模倣した最適化手法で

あるメタヒューリスティク（MH）手法が開発されてきて

いる。また，富士電機では，従来の MH手法を超える最

適化手法の開発に着手している。従来，顧客ソリューショ

ンを実現するため，時代ごとに最新の最適化手法が開発さ

れてきており，最適化は古くて新しいソリューションの実

現手段である。

本稿では，最新の最適化手法とそれを利用したソリュー

ションの展開について紹介する。

最新の最適化手法

２.１ 従来の意思決定手法の問題点と求められる手法

ある目的を達成するための意思決定をする場合，対象問

題が数式で表現できるときは，数理計画法などの数学的な

最適化手法が利用されてきた（図１の従来法 1）。これに

対し，対象問題が数式で表現できない場合，ニューロ，

ファジィ，エキスパートシステムなどの意思決定手法が利

用されてきている（図１の従来法 2）。従来法 1では，近

似的にしか数式で表現できない場合，実質的には利用が困

難となる可能性があった。従来法 2では，検証していない

ケースに対し，良質な解を生成できる保証が難しいという

問題があった。また，対象問題ごとに汎用プログラム（例

えば，有限要素法のパッケージなど）で解析計算が可能で

ある場合が多いが，従来法 1では，図１で示すように対象

問題と最適化プログラムの切り分けはできず，対象問題の

解析などを行うための独立した汎用プログラムとの連携が

困難であった。

これに対し，現場の泥臭い運用制約などの if-thenルー

ルでしか表現できない制約を考慮し，また独立した汎用プ

ログラムとの連携なども考慮し，検証されていないような

ケースでも，良い解が得られるような手法が必要となる。

このようなニーズに対応できる最新の最適化手法として，

富士電機では，以下に述べるような MH手法と非線形シ

ステムの安定性理論を用いた新たな最適化手法を研究開発

している。

２.２ メタヒューリスティク手法

MH手法は，物理現象や生物・生命にかかわる動きの模

擬を利用して問題に依存しない一般的な最適化の探索の枠

組みを実現した手法である。

MH手法には，遺伝的アルゴリズム（GA），シミュレー

ティッドアニーリング（SA），タブサーチ（TS），Parti-

cle Swarm Optimization（PSO）などのさまざまな方法が
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図１　従来型意思決定手法と富士電機の目指す最新の最適化手法
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ある（表１）。

GAは問題を遺伝子で表現し，複数の遺伝子を用いた交

差・突然変異などの遺伝子操作および自然淘汰による世代

交代により解を探索する。SAは，鉄が液体状態から固体

状態に冷えて固まる際に，分子レベルでは振動が徐々に小

さくなりエネルギー最小の状態になることを模擬して解を

探索する。TSは，前に探索した解に戻ることを禁止し

（タブー），新しい解のみを探索していくことにより効率的

な探索を実現する。PSOは，渡り鳥などの群れがうまく

集団で行動する様子や，人間の集団が個人の情報を集団内

でうまく共有しながら意思決定する過程を模擬することに

より解を探索する。ここで，PSOが対象としている混合

整数非線形最適化問題とは，離散変数（例えば，変圧器の

タップ値など）と連続変数（例えば，発電機の出力）を両

方含む状態変数に対して，最適な値の組合せを見つける問

題である。一般的な最適化問題では，離散変数と連続変数

を両方考慮し混合整数非線形最適化問題となる場合が多い。

富士電機は，電力・エネルギー分野において，世界で初め

て PSOの適用を成功させている。

ここでは，さまざまな分野に適用可能で最新の PSOの

概要について述べる。PSOは，パデュー大学のエバー

ハート教授らによって 1995 年に開発された。Particleは

粒子，Swarmは群れである。したがって，PSOは粒子が

群れになって解を探索する手法である。PSOの開発の背

景には二つの技術がある。一つは，動物などの群れの動き

の模倣技術であり，もう一つは認知心理学である。渡り鳥

の群れの動きは，簡単なベクトルの合成で表現できる。つ

まり，群れの中心に向かうベクトルと隣の鳥との距離を一

定に保つベクトルと，群れの向かう方向のベクトルである。

この三つのベクトルに適当な乱数を加えると群れの動きは

非常に正確に模擬できることが知られている。また，認知

心理学の分野では，人間が自分の経験と他人の経験をもと

に意思決定していることが知られている。エバーハート教

授は，解の探索点を複数用意し（複数の鳥に相当），式

のように，個々の探索点の評価が最も良かった点（Per-

sonal Best：Pbest，自分の経験に相当）と探索点の群れ

全体で評価が最も良かった点（Group Best：Gbest，他人

も含めた経験に相当）と現在の探索方向の合成ベクトル方

向に探索の向きを変更しながら解を探索することにより，

従来型のMH手法より探索効率の良い PSOを開発した。

次の探索方向＝現在の探索方向

＋ Pbest 方向＋ Gbest 方向 ……………

実際には，右辺の各項には乱数や重み係数（関数）がか

けられており，現在の探索方向は，最初はランダムに設定

する。これにより，複数の鳥（探索点）が探索領域におい

て，評価の良い探索点の情報を交換しながら最適解を探索

していることになる（図２）。

富士電機では，この最新の PSO 技術に対して，さらな

る改良を加えた Constriction Factor Approach，ハイブ

リッド PSO，適応的 PSOなどを利用したソリューション

を実現している
～

。

２.３ 非線形システムの安定性理論を用いた新しい最適化

手法

MH手法は，対象問題が式で表現できなかったり，汎用

ソフトウェアを利用する必要があっても，良質な解が得ら

れる利点がある。しかし，実用的には，大規模な問題に対

（9）（7）
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図２　PSOの探索の概念

表１　メタヒューリスティク手法の比較 

GA

開発時期 

〈注〉実行時間は相対的に◎，○，△の順番に短い。 

対象問題 

状態変数 

探索点数 

解の保証 

実行時間 

特　　徴 

1970年代 

離散変数 

多点探索 

○ 

組合せ最適化問題 

解全体が良い方向に行く 
ことは保証されている。 

近年は，多目的最適化問 
題への適用有効性が検討 
されている。 

SA

1983年 

離散変数 

一点探索 

△ 

組合せ最適化問題 

大域最適解が得られるこ 
とが保証されている。 

長時間をかければ良質な 
解が得られる。 

TS

1989年 

離散変数 

一点探索 

◎ 

組合せ最適化問題 

数学的な保証はない。 

組合せ最適化問題に対し， 
一般的にGA，SAより 
短時間に良質な解が得ら 
れる。 

PSO

1995年 

連続変数，離散変数 

多点探索 

◎ 

連続型最適化問題 
混合整数非線形最適化問題 

探索の振る舞いを数学的に解析 
する試みが始められている。 

従来法では解を求めることが困 
難であった混合整数非線形最適 
化問題に対し，短時間で良質な 
解が得られる。 

2003年 

連続変数，離散変数 

一点探索 

○ 

組合せ最適化問題 
連続型最適化問題 
混合整数非線形最適化問題 

非線形システムの安定性理論を 
用いた最新の最適化手法 

数学的な理論に基づいた探索方 
式で保証可能（理論を構築中） 

大規模な問題に対して，最も効 
率的かつ確実に良い解が得られ 
る。 
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しては良質な解を生成する確率が小さくなってしまうこと

がある。ユーザーニーズは狭い範囲の最適化ではなく，よ

く「全体最適化」といわれるように，一つの建屋から工場

全体，生産業務全体のように広い範囲に拡大しており，今

後はますます大規模な問題を取り扱う必要がある。また，

GA，SA，PSOなどは確率的な方法であるため，いつで

も良質な解が得られる保証がなく，解が毎回異なってしま

う可能性がある。毎回同じような解が生成されるようにす

ると自由度が減り，良い解が得られる確率も減ってしまう。

このため，実用化のためには，探索のチューニングを注意

深く行う必要がある。富士電機では，このような MH手

法の欠点を補い，大規模な問題に対して常に良質な解が得

られるような方法として，非線形システムの安定性理論に

基づく新しい最適化手法を開発している（表１）。以下に

概要を説明する。

最適化において，各探索点における目的関数の傾きを計

算することにより局所最適解へ至る方法は数理計画法とし

て開発されてきている（図３の①）。しかし，この方法で

は，局所最適解から抜け出し，他の谷にある大域最適解へ

至ることができない（図３の②）。このような数理計画法

の欠点を克服するため，生物の世代交代や群れの動きを模

倣して局所最適解から抜け出す方法として MH手法が開

発された。

ここで，もう少し詳しく目的関数の形状を考えてみると，

局所最適解に至った後，次の谷に行く際に，山の尾根の一

番低い所を通って行くと効率的であることが分かる。この

ように，局所最適解が得られたら，山の尾根の一番低い所

を経て，次の谷の局所最適解に至るということを繰り返す

ことにより，最短時間で周りの局所最適解を得ることがで

きる（図４）。一定時間内に得られた局所最適解のうち，

最も良い解を最適解（大域最適解に近い解）として求める

ことができる。このような方法が米国コーネル大学のチャ

ン教授らによって提案されたが，時間がかかるという欠点

があった。

富士電機では，この方法を改良し，連続法および固有値

解析により，高速に尾根の一番低い所を探し出し局所最適

解を最短時間で探し出していく方法を開発している。本手

法により，大規模で複雑な形状の目的関数でも，短時間に

大域最適解が得られることが検証されている。本手法は，

まだ研究段階であるが，各種分野への適用を実現するため

に実用的な研究開発を進めている。

最新の最適化手法を用いたソリューションの例

ここでは，最新の最適化手法を用いたソリューションの

（2）

（10）
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図４　効率的な局所最適解の探索方法
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例として，エネルギープラントの最適運用
， ～

におけるセンサ

診断を示す。

エネルギープラント最適運用システムのシステム構成を

図５に示す。センサ診断機能は実績データ管理として，最

適運用システムの各種機能へのデータ入力の前段階に実行

される機能であり，LAN経由で入手されたセンサ計測値

に対し計測誤差を自動補正し，その補正量が大きい場合に

は計測異常センサを特定し運用者に通知するなど，センサ

診断機能は主に以下の二つの機能から構成される。

３.１ センサ計測値補正機能

実運用においては計測誤差がセンサ情報に含まれていて

も最適運用システムの各種機能が妥当な結果を出力する継

続運用を実現する必要がある。これを実現するため，セン

サ計測値補正機能はセンサ計測値とプラントシミュレータ

計算結果との誤差が最小となるようにセンサ計測値を自動

補正する。この問題は以下のような最適化問題として定式

化できる。

状態変数：プラントシミュレータ入力値（各種燃料，負

荷値など）

目的関数：計測値と計算値の誤差最小化

つまり，目的関数値が最小となるプラントシミュレータ

入力値の組合せを求め，そのときのプラントシミュレータ

計算結果を基にセンサ計測値を自動補正している。本機能

は，MH手法の一つである PSOをベースとして実現して

いる。

３.２ 計測異常センサ特定機能

上記の機能による補正量が大きい場合にその要因と考え

られるセンサを特定する機能である。この問題は以下のよ

うな組合せ最適化問題として定式化できる。

状態変数：正常計測と計測異常のセンサ状態の組合せ

目的関数：正常計測値と計算値の誤差最小化および正常

計測センサが存在する事象確率最大化

つまり，正常計測センサの計測値とプラントシミュレー

タ計算結果との誤差や正常計測センサの存在台数などを総

合的に判断し，最良の目的関数値を得るセンサ状態の組合

せを求め，その組合せの中で計測異常状態にあるものを計

測異常センサとして特定している。また，３.１節の機能と

同様の方式により，最良の目的関数値を得るときのプラン

トシミュレータ計算結果を基にセンサ計測値の補正も同時

に実現することが可能である。

これらの機能は，プラントシミュレータという外部プロ

グラムの結果を利用するため，従来の数理計画法では実現

ができず，MH手法を利用する必要があり，PSOをベー

スとして実現している。このような機能により，現在の定

期的にメンテナンスを行う Time-based Maintenance（T

BM）から，必要に応じてメンテナンスを行う Condition-

based Maintenance （CBM）に移行でき，メンテナンス

費用の削減が可能となる。富士電機では，このようなセン

サ診断機能を組み込んだエネルギープラント最適運用ツー

ルとして FeTOPや PowerCCを提供している。

このような最新の最適化手法の適用分野の例を図６に示

す。

なお，MH手法の電力分野への適用については，参考文

献 にまとめた。

あとがき

本稿では，富士電機で開発を進めている最新の最適化手

法とソリューションへの適用例について述べた。今後も顧

客ソリューションを実現するべく，最適化手法の研究開発

を進めていく所存である。
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システム最適計画 機器最適設計 

™最適建設　経済性… 
™最適増設　経済性… 
™最適材料購入　経済性… 
™最適機器配置　経済性， 
　　　　　　　　品質確保… 

™最適構造 
　最小体積，特性均一化… 

システム最適運用 

™最適運用計画 
　経済運用，環境負荷最小化… 
™最適制御　品質確保… 
™最適故障対応 
　支障時間最小化… 
 

機器診断 

™故障診断・予知　故障箇所発見 
™故障復旧　故障箇所の復旧 

不確定性を考慮した意思決定 

™利益平均最大化・分散最小化 
　（リスクヘッジ） 
™リアルオプションに基づく意思決定 
　事業性評価，運用効率化 

図６　最新最適化技術の適用分野例
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解　説 狭開先溶接

厚板の溶接は，一般的には開先を V形，レ形，X

形などの形状にして溶接ビードを何層・何パスにもわ

たって積層していく。しかし溶接箇所は大入熱を受け

るので，結晶粒の粗大化，熱影響部の劣化，溶接変形

は避けられない。これに対して，開先を U形にして

開先幅を非常に狭く（6 ～ 12mm）して溶接するのが

狭開先溶接法である。この方法では溶接入熱を低減で

きるので母材の組織変質を抑制して高能率に溶接でき

る。これには TIG 溶接法
〈注 1〉

，MIG/MAG溶接法
〈注 2〉

，サブ

マージアーク溶接法
〈注 3〉

などがある。狭開先溶接の特長

は，①溶接継手の強度，靭性が向上する，②溶接時間

が短縮できる，③溶接材が節約できる，などがある。

溶接 
電源 

－ 
 
＋ 

ワイヤ 

ワイヤ 
供給装置 母材 母材 

ワイヤ 

溶接ビード 

アーク 

揺動式電極 

狭開先部 

〈注 1〉TIG 溶接法：非消耗式のタングステン電極とシールドガ

スに不活性ガスを用いたアーク溶接方法

〈注 2〉MIG/MAG溶接法：消耗式溶接ワイヤを電極としてシー

ルドガスに Arや Heなどの不活性ガス，CO2や CO2 ＋

Arなどの酸化性ガスを用いたアーク溶接方法

〈注 3〉サブマージアーク溶接法：フラックス中において溶接ワ

イヤと母材との間にアークを発生させて溶接する方法
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